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2019 年度 環境ネットやまがた通常総会について
令和元年５月 25 日（土）13：30 から、山形市保健センター視聴覚室において、2019 年
度通常総会が開催されました。河合代表の挨拶の後、来賓を代表し、東北地方環境事務
所伊藤環境対策課長と山形県環境エネルギー部佐々木環境企画課長よりご祝辞をいただき、河合代表が議長となり議
事に入りました。議事は、第１号議案から第４号議案まで、全て満場一致で議決成立しました。その後、同じ会場で職員に
よる活動報告会を開催し、また、活動報告会終了後は、会場を移し、懇親会を開催しました。
平成 30 年度事業のトピックスとしては、山形県中小企業団体中央会様と共同管理者を構成して山形県産業科学館の
指定管理を実施したことです。来館者数の減少傾向に歯止めをかけるとの当初の目標は達成できませんでしたが、大きな
トラブルもなく一年間運営できたことは大きな成果と思われます。今後も、環境や科学に関心のある子どもたちを増やすこ
とや、育成に努めてまいります。
2019 年度事業は、前年度と比較して特に大きく変わることはありませんが、地球温暖化対策と合わせＳＤＧｓ（2015 年
に国連で採択された持続可能な開発目標）の普及にも取り組みたいと考えております。積極的かつ創造的に活動して行き
たいと考えておりますので、引き続き、皆様のご支援やご指導をお願いします。

臨時総会の開催について
令和元年６月 29 日（土）10：00 から、事務所（山形エコハウス）において、臨時総会を開催しました。これは、通常総会
の後、諸事情により２名の監事の内１名の方が退任することとなり、新たな監事を選任する必要が出たことによります。
お陰様で、臨時総会において、新たに佐竹良廣氏が監事に選任されました。
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その他にも多数の事業がスタートしました。
8 月上旬以降の事業についても、適宜ご案内いたします！
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～「令和も笑顔で！省エネ県民運動」 実施中 ～
今年も地球温暖化防止に向けた県民運動が始まりました。今年は新しい年のスタートということで、名称も「令和も笑顔
で！省エネ県民運動」となりました。この県民運動は、県民の連携・協働による地球温暖化防止の取組みにより、地域の
資源及び特性を活かした、山形ならではの先進的な低炭素地域づくりを推進するものです。年間を通して実施し、その中
で季節ごとに重点的な取組みテーマを設定のうえ展開していきます。
6 月～9 月の期間は「夏の省エネ県民運動」を実施中です。無理のない範囲でぜひご参加ください。
◇家庭のアクション＝省エネアクション（夏期 6 月から 10 月、冬期 11 月から 2 月）＝
家庭で省エネや節電の取組みを実践し、報告いただいた方の中から、抽選で県内企業等から
協賛いただいた賞品を進呈します。
◇事業所のアクション＝山形県地球温暖化対策推進事業所登録制度＝
事業所部門における地球温暖化対策の取組みを推進していただける県内事業者に登録いただく
制度です。取組状況などが優良な事業所（者）を選定し表彰するとともに、ホームページなどで公表
します。

～

温暖化防止活動事例収集・発信事業

ストップ温暖化「エコカップやまがた 2019」 ～

山形県内各地域の温暖化防止や再生可能エネルギーなどの活動事例を募集しています。
活動事例収集対象：
山形県内で温暖化防止や再生可能エネルギーに関わる取組みを実施している団体、
企業、学校、行政機関等で、その取組みが他へ波及することが期待できるものとし、
継続性の見込める取組みとします。
ご紹介いただける団体やお心当たりの団体がございましたら、
事務局までご連絡お願いします。
「エコペン」は、山形県地球温暖化防止活動推進
センターのマスコットキャラクターです。

～ 「環境学習プログラム」作成中！ ～
地球温暖化、ごみ、自然と生き物、水や森林など環境に関することについて、地域の森林や里山など身近な環境資
源を活用して、楽しく効果的に学んでいただけるような学習プログラムを作成しています。
昨年度までに完成したテーマ：①「地球温暖化」、②「ごみ減量、リサイクル」、③「自然との共生」、
④「再生可能エネルギー」、⑤「生物多様性（外来生物・動物編）」、⑥「水資源保全」
６つのプログラムに加えて、今年度は、
⑦「ごみ減量、リデュース・リユース」、⑧「生物多様性（外来生物・植物編）」、⑨「海の環境保全」
をテーマとして作成中です。
完成したプログラムの詳細や利用についてはホームページをご覧いただくか、事務局までお問い合わせください。

～「再生可能エネルギー設備導入補助金」申込受付中です～
昨年度に続き、4 月から再生可能エネルギー設備導入補助金の受付を行っています。県では、再生可能エネ
ルギー設備の導入を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図るため、再生可能エネルギー設備を設置する人
に対しその費用の一部を補助しています。
今年度は太陽光発電設備の単体導入に対する補助は廃止となりましたが、災害時への対応
のため蓄電池への補助を大幅に強化し、蓄電池を太陽光発電設備と同時に新設する場合、上
限額を昨年度の 20 万円から 40 万円に増やし今年度は 140 件程度の申込みを見込むとして
います。そのほか、ペレット・薪ストーブなどの木質バイオマス燃焼機器、太陽熱利用装置、
地中熱利用空調・融雪装置などについても昨年度と同様の補助を行うとしています。
受付期間は令和２年２月 28 日までとなっており、受付のほか相談対応、一次審査、現地調
査などを行っています。事務所にパンフレットがありますので、利用してください。

令和元年度山形県環境保全推進賞
受賞企業が決定しました。
山形県知事賞

加藤総業株式会社
株式会社大商金山牧場
環境保全推進賞 株式会社エービーエム
荘内電気設備株式会社
山田建設株式会社
選考委員特別賞 一般社団法人新木造住宅技術研究
協議会 山形支部

宮城県塩竈市浦戸諸島寒風沢復興支援活動
を開催しました。
６月２２日（土）に山形県環境保全協議会主催「宮
城県塩竈市浦戸諸島寒風沢復興支援活動」を開催し
ました。民家跡地の除草や民家の窓拭き、島民との
昼食会、寒風沢散策などを行いました。

環境省「2019 年度エコアクション２１CO2 削減プログラム(Eco-CRIP)補助事業」
参加事業者の募集について
7 月 22 日から環境省「2019 年度エコアクション２１ＣＯ２削減プログラム（Ｅｃｏ－ＣＲＩＰ）補助事
業」の参加事業者を募集しております。当法人では担当地域事務局の認定を受け、北海道・東北地区の窓口
業務を担当しております。エコアクション２１の取得を希望されている企業などございましたら、事務局ま
でお問い合わせください。
詳細はホームページをご確認ください。 http://ea21.jp/eco-crip/

～山形県環境科学研究センター
「親子で楽しむ環境科学体験デー」開催！～
６月 30 日（日）、「親子で楽しむ環境科学体験デー」を開催しまし
た。この催しは、平成 16 年度から毎年開催しているイベントです。今
回は、雨天にもかかわらず、昨年度を上回る 347 名の方々にご来場
いただきました。日頃あまり見る機会がない試験・研究施設を見学い
ただくとともに、「スライムづくり」や「エアカーリング」、「空気砲」への参
加、「竹ポッド苗木植え」、「川の生き物観察」、「簡単な鑑定実験」、
「外来水生生物の釣り駆除」、「里山観察」の他、センターの事業に関
する展示物を見ていただくなど、多くの方々に楽しんでいただきまし
た。

～緑のカーテンで涼しげに～
山形エコハウスでは、今年も「緑のカ
ーテン」を設置しています。今年はゴー
ヤとパッションフルーツで挑戦です。
なかなか暑くならなかったため、成長
を心配していたのですが、8 月の暑さと
担当者の毎日の水やりなどの行き届いた
手入れで順調に育ち、屋根まで届いて涼
しげです。
「緑のカーテン」には、日ざしをさえ
ぎる効果だけで
なく、葉から出
る水蒸気でまわ
りの温度を下げ
涼しい風を室内
に呼び込むこと
ができます。
お立ち寄りの際
は
は、ぜひご覧く
だ
ださい。

★よろしくお願いします！！★
この度、長岡修一氏より監事の役を引き継ぎました佐竹良廣です。私と特定非営利活動法人
環境ネットやまがた（以下、「法人」という。）との関わりは、法人が設立された当時、事務所を県環境
科学研究センターに設置した時からのご縁で 15 年となります。その間、2 年弱でしたが職員として、
また、現在はエコアクション２１地域判定員として係わっております。
法人は、設立以来「持続可能な社会の実現に寄与する」という法人の目的に基づき事業を推進・
拡充し、組織の成長発展を続けております。
このような中での監事就任となりますが、真摯に努めて参りますのでよろしくお願い致します。

★スタッフ紹介＆お知らせ★
＜山形エコハウス 2 階＞

それぞれの活動場所ごとに一言コメントやお知らせ。
（大場） ７月１日より職員に長岡修一氏が加わりパワーアップ。若い女性職員をおじさん達が
サポートする・・・？、というよりは、おじさん達を若い女性職員がハッパをかける構図
でしょうか。今年度も職員一同頑張ります。
（伊藤） ４月から地区の町内会長を引き受け走り回っています。加えてこの暑さでややバテ気
味ですが、毎晩、冷えたビールで気合を入れ頑張ってます。
（河合） 近頃は、リポビタン○を飲んでＥＡ２１判定委員会に臨んでおります。
（二藤部） 相変わらずのドタバタです。
（金澤） 今年の夏ついに「日傘」デビューしました。快適です♪
（阿部） 今年の緑のカーテンはパッションフルーツに挑戦中です。人工授粉で３個程結実しま
した。収穫できるよう世話していきたいと思います。
（大仲） 省エネルギー相談山形県プラットフォーム事業を通して、県内の企業の皆様の省エ
ネのお手伝いをして３年目になります。
（長岡） 7 月からお世話になっている新人（シニアですが）ですのでよろしくお願いします。写真
中後方中央です。

＜山形県環境科学研究センター 情報棟＞

＜山形県産業科学館＞
●新規企業ブース開設のおしらせ
各フロアでは、県内企業・団体のブースやコーナーを設
けて、企業や技術・製品の紹介をしております。その数は
37。そのうち、今年新たに２社が、新規にブースを開設しま
した。

（安藤）これからも環境教育の普及促進がんばります。
（佐藤）小学校閉校にあたり思い出の品を作りたいという依頼を
受けて、木工クラフト「木のフォトフレーム」作りを、お手
伝いしてきました。子供達もいろいろなアイデアで、自分
だけの世界で１つのフォトフレームを作って楽しんでいま
した。思い出の１枚を飾ってほしいと思います。私も子
供たちの笑顔が忘れられない思い出になりました。

入会のご案内
■正会員：入会金 5 千円、年会費 5 千円
■パートナー会員：年会費 3 千円
■賛助会員：一口 1 万円で一口以上何口でも可
本 NPO へ入会をご希望の方は事務局までご連絡ください。

(株)山形県自動車販売店リサイクルセンター
７月から全面オープン。企業
概要を正面のディスプレイの動
画と、右面のパネルで紹介。
画面では、子ども編とシニア編
の「クルマと環境クイズ」ができ
ます。左面には、リサイクルで
商品化されたバッグの実物が
展示中。
(株)ニューテックシンセイ
精密企業が自社開発した「もく
ロック」の展示をテーマに、３月
オープン。体験コーナーには、
６種の広葉樹からつくったラー
ジサイズのブロックが 200 個余
り。自由に手に触れ、立体造
形を楽しむことができます。

★メルマガ・フェイスブック開設しています★
環境ネットやまがたでは、メルマガ（月 1 回配信）やフェイスブックでイベントなどの情報を
配信しております。メルマガ購読希望の方は以下のアドレスまでご連絡ください。
Email eny@chive.ocn.ne.jp
また、フェイスブックではイベント会場などからアップしておりますので、環境ネットやまがたの
日頃の活動がよくわかると思います♪

♪編集後記♪
今回が記念すべき第 20 号の
会報誌でした。無事に発行で
きたこと、ほっとしています。
カラー版をホームページに公開
しましたのでよろしければご覧く
ださい。（N）

